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新型コロナウイルスの最新の動き（５月１１日付） 

在モントリオール日本国総領事館 

 

●当館管轄州における感染者数の現状（５月１１日（月）１５時現在，各州政府 HP・記者会見から引用） 

 陽性* 死亡 現状の感染者数** 検査済（陰性） 入院者数 

QC 38469 (+748) 3013 (+85) 25753 (+486) 250528 (+5226) 1838 (+7) 

（内 ICU 患者：193 (-6)） 

(MTL) 19492 (+295) 1919 (+56) - - - 

NB 120 (0) 0 (0) 2 (0) 18062 (+290) *** 0 (0) 

（内 ICU 患者：0 (0)） 

NS 1019 (+1) 48 (+1) 204 (-18) 33869 (+290) 9(0) 

（内 ICU 患者：3 (0)） 

PEI 27 (0)  0 0 4010  

 

0 

NL 261 (0)  3 (0) 14 (0) 9900 (+79) *** 4 (0) 

（内 ICU 患者：2 (0)） 

（注：括弧内は前日比） 

*当館管轄州は「確定」「推定」の分類ではなく，「陽性（Positive）」「陰性（Negative）」のみの分類表記。 

**「現状の感染者数」は，「累計陽性者数」から「治癒者数」と「死亡者数」を差し引いた数（＝Active cases）。 

***陽性数も含めた検査数の合計を表示していることに留意。 

 

１ 当館からのお知らせ等 

◎（５月８日）伊澤総領事からのメッセージ 

ケベック州および大西洋州の皆様へ 

プリンスエドワードアイランド，ニューブランズウィック，ニューファンドランド・ラブラドール州では感染拡大がみられず，

状況が落ち着いていることは大変結構なことです。ノバスコシアでも，感染拡大が続いていますが，スピードは緩やか

になっています。今後，これらの地域では徐々に様々な活動が再開されていきますので，そうした動きについて随時

報告させて頂きます。 

先週，ケベック州政府も州内の経済活動等の段階的再開の方針を発表しました。徹底した自主隔離・都市封鎖が始

まって２ヶ月になり，都市活動を徐々に再開する必要があることは理解できます。他方，問題はモントリオール圏の感

染状況です。残念ながらモントリオールでは，毎日数百名の新規感染が報告されており，依然として感染が抑え込ま

れていません。そのような中で，５月の後半から，モントリオールでも小学校や幼稚園の再開等，徐々に社会経済活

動が再開される予定ですが，限定的な制限解除とはいえ，感染が依然として続いている状況下活動を再開して行く場

合，それがどのような影響をもたらすことになるか心配です。こうした不安も考慮してのことと思われますが，昨日，ケ

ベック政府もモントリオールにおける商業や学校の再開時期を更に１週間延期を発表しました。感染状況とともに，モ

ントリオール圏において規制緩和がどのように進んで行くのか注視していきます。 

総領事館の活動は今まで通りです。皆様におかれましても，今後も緊張した不自由な日々が続きますが，感染を避け

るために，十分な予防策をこれまで同様継続して頂くようお願いします。 
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◎（５月１１日）当館管轄州が発表した規制緩和プランの概要を当館 HP に掲載しています。 

https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/recovery_plans.pdf 

 

◎（５月８日）新型コロナウイルス感染症への対応に関する外国プレス向け記者会見（第９回：概要） 

https://www.youtube.com/watch?v=g9b0Zo_qbuY 

 

◎（５月６日）モントリオール・アカデミー会による COVID-19 関連情報 

当会有志による COVID-19 パンデミックにおける邦人支援プロジェクトの一環として，当会に所属している様々な分

野のエキスパートが，COVID-19 に関する医療健康情報を日本語で随時発信しています。以下をご参考いただけれ

ば幸いです。 

URL: https://www.montreal-academy.com/covid-19 （モントリオール・アカデミー会幹事 佐藤宏明） 

 

（注）COVID-19 に関する研究は日々更新しております。当サイトの記事については，できる限りの努力をしていますが，その正確

性，最新性，適切性に関して第三者に担保されるものではありません。また利用者の皆様が当サイトの情報を用いて行う一切の行

為について，記事の投稿者と所属施設，アカデミー会，及び在モントリオール総領事館は，いかなる責任も負いません。 

 

◎（４月２８日）ケベック州の経済活動や学校等の再開に係る特設ページがケベック州 HP に掲載されました。 

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-

ralentissement-covid19/#c57355 

 

◎（随時更新）日本とカナダの間のフライトは頻繁に変更されています。在カナダ日本国大使館 HP では「日本・カナ

ダ間の渡航に関する情報」を随時更新しておりますのでご参照ください。 

https://www.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Covid19_20200330.html 

 

◎（随時更新）各州政府および当地報道発表による感染データの数値をもとに，状況の推移を把握するためのグラフ

を作成しましたので，ご参照ください。 

https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/graph.pdf 

 

◎（４月２０日）当館 HP に当館管轄州の今後の見通し（モデリング）の概要を纏めていますので，ご参照ください。 

https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/0420_Modeling.pdf 

 

◎当地で疑わしい症状が出た場合に自分でどういった対応をとるべきか等について，ケベック州が対応ガイド（Self-

care Guide）を掲載していますので，万が一の際に参考にしてください。 

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30A_Guide-auto-

soins_anglais.pdf?1584985885 

 

◎（３月２６日）自宅待機中の健康上の心がけ ～ 在カナダ日本国大使館 藤川医務官からのアドバイス 

１ 規則正しい生活の遵守 

https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/recovery_plans.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=g9b0Zo_qbuY
https://www.montreal-academy.com/covid-19
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/#c57355
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/reprise-graduelle-activites-mesures-ralentissement-covid19/#c57355
https://www.ca.emb-japan.go.jp/itpr_ja/Covid19_20200330.html
https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/graph.pdf
https://www.montreal.ca.emb-japan.go.jp/pdf/0420_Modeling.pdf
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30A_Guide-auto-soins_anglais.pdf?1584985885
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/sante/documents/Problemes_de_sante/19-210-30A_Guide-auto-soins_anglais.pdf?1584985885
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精神面が落ち込む，身体に何らかの影響があり得るため，可能な限り，起床・食事・睡眠について，通常どおり，規則

正しい生活を守る。また，引きこもって運動不足になりやすいため，自宅内で体操等，意識的に身体を動かすと良い。 

２ 友人・知人等とのコミュニケーション維持 

精神面の不安を和らげるため，電話，テレビ電話等，様々なツールを活用し，いつも以上にハードルを下げて，意識的

に誰かと連絡を取り合う。 

３ 新型コロナ関連情報を見聞きしない時間を確保 

ネットニュースを追いかけ続けたくなる気持ちは分かるが，１日３０分でも良いので，新型コロナに関する情報に触れ

ない時間を作る。特に，就寝前にスマホ等でニュースを追うことは控えると良い。 

■参考リンク： 

・日本心理学会（ https://psych.or.jp/about/Keeping_Your_Distance_to_Stay_Safe_jp/ ） 

・筑波大学（ https://plaza.umin.ac.jp/~dp2012/covid19.html ） 

・米国 CDC（ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.html ） 

 

２ 新型コロナウイルスに係る当館管轄州の報道ぶり 

※以下の情報は，報道ベースのものであり，当館が情報の正確性について保証するものではありません。 

【１ カナダ全般】 

（１１日）１１時１５分，トルドー首相が定例記者会見を行ったところ，同要旨は以下のとおり。 

●連邦政府のアクションは新たな段階に入る。それにあたり２つの措置を発表。１）３月２７日に発表済みの中小企業

向けクレジットプログラムを拡大し，融資額を現行４，０００万加ドルから６，０００万加ドルに引き上げ。２）新たな大企

業向け緊急クレジットプログラム（詳細は以下記事参照）。 

●（モントリオールの状況が心配であるとの９日の発言について問われ，）モントリオール選出議員として状況を注視し

ている。自分はケベック州首相とは協力して取り組んでおり，モントリオール隔離解除については州当局を信頼してい

る。 

（過去のトルドー首相記者会見映像・スクリプト一覧） https://pm.gc.ca/en/videos 

 

（２） （１１日）連邦政府が大企業向けの緊急クレジットプログラム Crédit d'urgence pour les grands employeurs 

(CUGE)を発表。 

Ottawa crée un Crédit d'urgence pour les grands employeurs 

https://www.lesoleil.com/actualite/ottawa-cree-un-credit-durgence-pour-les-grands-employeurs-

6b959abf7279b16500505d366b7cff5b 

 

（３）（１１日）世論調査：カナダ人の大多数がマスク着用や対人距離確保等の「新たな通常」に関するルールに賛同。 

Most Canadians willing to adhere to 'new normal' rules like wearing masks and physical distancing: 

poll 

https://nationalpost.com/news/most-canadians-willing-to-adhere-to-new-normal-rules-like-wearing-masks-and-

physical-distancing-poll?video_autoplay=true 

 

 

https://psych.or.jp/about/Keeping_Your_Distance_to_Stay_Safe_jp/
https://plaza.umin.ac.jp/~dp2012/covid19.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/managing-stress-anxiety.html
https://pm.gc.ca/en/videos
https://www.lesoleil.com/actualite/ottawa-cree-un-credit-durgence-pour-les-grands-employeurs-6b959abf7279b16500505d366b7cff5b
https://www.lesoleil.com/actualite/ottawa-cree-un-credit-durgence-pour-les-grands-employeurs-6b959abf7279b16500505d366b7cff5b
https://nationalpost.com/news/most-canadians-willing-to-adhere-to-new-normal-rules-like-wearing-masks-and-physical-distancing-poll?video_autoplay=true
https://nationalpost.com/news/most-canadians-willing-to-adhere-to-new-normal-rules-like-wearing-masks-and-physical-distancing-poll?video_autoplay=true
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【２ ケベック州】 

（１）（１１日）１３時，ルゴー州首相及びアルダ州保健局長が記者会見を行ったところ，同要旨は以下のとおり。 

●本日発表された死亡者８５人のうち８２人がモントリオール圏からのものである。 

●なぜ世界の他の場所よりもケベック州では死者数が多いのかについて，１）春休みのタイミングが悪かったこと，２）

新型コロナウイルスによる死亡を全て公表していること，３）州政府は長期介護施設の状況に対して準備ができていな

かったことが挙げられる。 

●州保健研究所(Institut national de santé publique du Québec (INSPQ))が８日夕方に発表した新たな予測について

（詳細以下記事参照），モントリオール圏以外の地域の状況が制御されているのは良いニュースであるが，モントリオ

ール圏が憂慮すべき状況にあるのは悪いニュースである。 

●先日のモントリオール圏の商業・小学校・保育園の再開を２５日に延期したのは，上記予測を受けてのものである。

同圏の再開はさらに延期される可能性もあるが，決定は科学と保健当局の勧告に従ったものである。 

●（質問に対し，）モントリオール圏は未だ制御下にない。憂慮すべき状況であり，仮に状況が改善されなければ，商

業・学校等の再開は５月２５日から更に延期される可能性もある。状況が大きく改善されるまでには更に数週間かか

るであろう。 

●モントリオール圏の隔離解除に向け検査実施件数を増やす必要がある。現在１日１万件に達したがまだ足りない。 

●同圏の医療従事者の人数がまだ足りていないが，現在長期介護施設にはカナダ軍兵士 780 人が動員されており，

この数は 1350 人になる予定である。 

●（質問に対し，）モントリオール圏の閉鎖の可能性については日頃から保健省関係者とも議論しているが，アルダ州

保健局長は今朝も必要ないと答えた。他方，状況に応じて変わるので，後日異なる判断に至ることもあり得る。 

 

（ケベック州政府記者会見映像・トランスクリプト一覧） 

http://www.assnat.qc.ca/fr/actualites-salle-presse/conferences-points-presse/index.html 

 

（２）（１１日）州保健研究所(Institut national de santé publique du Québec (INSPQ))が８日夕方に発表し

た新たな予測を受け，野党や専門家がモントリオール圏の時期尚早な隔離措置解除に強い懸念を表明。同予

測によると，現状のままモントリオール圏の隔離措置を解除した場合，６月には１日１万人が感染し７月に

は（長期介護施設の数字を含めずに）１日１５０人が死亡する。 

Inquiétudes autour d’un déconfinement trop hâtif de Montréal 

https://www.ledevoir.com/societe/sante/578699/montreal-inquietudes-autour-d-un-deconfinement-trop-hatif 

 

（３）（１１日）食肉加工大手の Cargillシャンブリー工場で従業員の１０％にあたる６４人が感染し臨時閉

鎖。同社は１，０００人が感染し閉鎖していたアルバータ工場を再開したばかり。 

Cargill shuts down Quebec plant after 64 workers test positive for COVID-19 

https://www.theglobeandmail.com/canada/article-cargill-shuts-down-montreal-plant-after-64-workers-test-

positive-for/ 

 

http://www.assnat.qc.ca/fr/actualites-salle-presse/conferences-points-presse/index.html
https://www.ledevoir.com/societe/sante/578699/montreal-inquietudes-autour-d-un-deconfinement-trop-hatif
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-cargill-shuts-down-montreal-plant-after-64-workers-test-positive-for/
https://www.theglobeandmail.com/canada/article-cargill-shuts-down-montreal-plant-after-64-workers-test-positive-for/
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（４）（１１日）Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) 代表が，新型コロナウイルスは至る

所に存在するつもりでいなければならないと発言。同氏は，新型コロナウイルスは気道だけでなく便，血，

尿，涙からも感染するのではないかとみている。 

« Il faudrait vider les CHSLD », pense le PDG du CHUM 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1699121/covid-pdg-chum-brunet-hopital 

 

（５）（１１日）モントリオール圏外（ジョリエット除く）の小学校が２か月ぶりに再開。ケベック地域の

école la Grande-Hermineと école Saint-Micheの様子を紹介。 

Une rentrée sous le signe de la distanciation sociale 

https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/une-rentree-sous-le-signe-de-la-distanciation-sociale-photos-

66520a2179584b10b7be744a20c8f767 

 

（６）（９日）分析：感染が猛威をふるう中，モントリオールとルゴー州首相は混乱に陥っている。パンデ

ミック初期にはルゴー州首相のスタイルは賞賛を得ていたが，ここ数週間は混乱したメッセージが問題とな

っている。長期介護施設 Herronの集団感染が広く報じられるようになった頃からそれは始まった。 

Analysis: As COVID-19 rages, Montreal and Legault are both in turmoil 

Philip Authier, Montreal Gazette 

https://montrealgazette.com/news/quebec/analysis-as-covid-19-rages-montreal-and-legault-are-both-in-

turmoil/wcm/fc27adc3-9ab3-49f8-a909-66ebde72e43a/ 

 

（７）（９日）分析：ルゴー州首相が感染者のいる医療現場で働くことを受け入れる人に対して提供すると

発表したボーナスは「恐怖の報酬」のようである。医療の最前線にいる人も年配の教職員も含め，彼らは適

切なタイミングと理由により職場復帰するよう求められていると感じられる必要がある。疑いは恐怖をあお

るだけである。モントリオール圏の経済や小学校再開延期の決定は，健康に関して賢明なものであったが州

政府の信頼回復にも役立つかもしれない。 

Le salaire de la peur 

https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/578609/le-salaire-de-la-peur 

 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1699121/covid-pdg-chum-brunet-hopital
https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/une-rentree-sous-le-signe-de-la-distanciation-sociale-photos-66520a2179584b10b7be744a20c8f767
https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/une-rentree-sous-le-signe-de-la-distanciation-sociale-photos-66520a2179584b10b7be744a20c8f767
https://montrealgazette.com/news/quebec/analysis-as-covid-19-rages-montreal-and-legault-are-both-in-turmoil/wcm/fc27adc3-9ab3-49f8-a909-66ebde72e43a/
https://montrealgazette.com/news/quebec/analysis-as-covid-19-rages-montreal-and-legault-are-both-in-turmoil/wcm/fc27adc3-9ab3-49f8-a909-66ebde72e43a/
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/578609/le-salaire-de-la-peur
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（参考：５月１０日１８時現在モントリオール島地区別感染者数） 

 

 

（参考：５月１０日１８時現在ケベック州地域別感染者数） 

 

【３ ノバスコシア州】 （※定例記者会見は火・水・金のみ開催される模様。） 

(１)(１１日) The death occurred at the Northwood long-term care home in Halifax Regional Municipality. Three 
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licensed long-term care homes/unlicensed seniors' facilities in NS with active cases. Northwood in Halifax 

currently has 156 residents and 18 staff with active cases. One other facility has one staff member with an 

active case and another facility has one resident with an active case. 

Nova Scotia Reports One More Death, One New Case of COVID-19 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200511002 

La Nouvelle-Écosse annonce un autre décès et un nouveau cas de COVID-19 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200511001 

  

(２)(１１日) Accelerated Internet Projects Update 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200511003 

  

(３)(１０日) Seven New Cases of COVID-19 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200510001 

Sept nouveaux cas de COVID-19 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200510002 

  

(４)(９日) The death occurred at the Northwood long-term care home in Halifax Regional Municipality. 

Nova Scotia Reports One More Death, Three New Cases of COVID-19 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200509001 

La Nouvelle-Écosse annonce un nouveau décès et trois nouveaux cas de COVID-19 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200509002 

 （州政府新型コロナウイルス関連サイト。随時更新中。） 

https://novascotia.ca/coronavirus/ 

（これまでの州政府記者会見ビデオ一覧） 

https://www.youtube.com/user/nsgov/videos 

 

【４ ニューブランズウィック州，プリンスエドワードアイランド州，ニューファンドランド・ラブラドール州】 

ニューブランズウィック州 

（１）（９日）緩和レベル２への移行に伴い，学校やビジネスが再開したが，州境ルールの曖昧さが州境をまたぐ学生た

ちを混乱させている。州政府は何を“必要不可欠”とするのか，基準の明確化を検討している。 

College student says inconsistent border enforcement makes no sense, leaves students confused 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/new-brunswick-border-restriction-covid-19-1.5561926 

  

（２）（１０日）ヒッグズ首相の州境強化策に対し，カナダ憲法財団（Canadian Constitution Foundation）が 2 つの条項

について違憲かどうかを検討している。連邦政府は州境強化策の一部が違憲かどうか疑問視しているものの，各州

の判断に任せている。 

Group looking for test case to challenge Higgs’s decision to close N.B. borders 

https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/nb-test-case-court-closed-borders-1.5562240 

https://novascotia.ca/news/release/?id=20200511002
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200511001
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200511003
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200510001
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200510002
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200509001
https://novascotia.ca/news/release/?id=20200509002
https://novascotia.ca/coronavirus/
https://www.youtube.com/user/nsgov/videos
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/new-brunswick-border-restriction-covid-19-1.5561926
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/nb-test-case-court-closed-borders-1.5562240
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プリンスエドワードアイランド州 

（１）（８日）現状陽性患者数ゼロを受け，８日付で一部規制緩和を発表（レベルの移行ではない）。同一家族は，５名ま

での他の家族との室内での集まりを許可され，家族は１名〜２名まで家族単位のメンバーを増やすことができる。 

Prince Edward Island eases more COVID-19 restrictions 

https://www.princeedwardisland.ca/en/news/prince-edward-island-eases-more-covid-19-restrictions 

  

（２）（８日）モリソン州主任医療局長は，レストラン再開の日程の見直しを検討している。シャーロットタウン地域の商工

会はこれを歓迎。同氏は，現状感染者ゼロを踏まえ，緩和のタイムラインを再検討していると発表。 

Morrison throws bone to restaurants with possible earlier opening 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-restaurant-association-covid19-1.5563739 

  

（３）（８日）５月１２日，シャーロットタウンなどの一部の場所で Access PEI が再開。政府は，車両登録の更新等でき

るだけオンラインでの手続きを推奨している。 

ACCES PEI operating with limited service starting on May 12 

https://www.princeedwardisland.ca/en/news/access-pei-operating-with-limited-service-starting-may-12 

  

（関連記事） 

Access PEI to open starting Tuesday in some locations 

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-access-drivers-licence-1.5563579 

 

ニューファンドランド・ラブラドール州（※新型コロナウイルス関連の記者会見は月・水・金） 

（１０日）州は１１日，レベル４へ移行。３日連続で新規患者はゼロを更新。１０名未満の葬式や結婚式の許可，一部医

療サービス・ビジネスの再開，市営公園の再開を含む。 

Public Advisory: Newfoundland and Labrador to Enter Alert Level 4 Tomorrow 

https://www.gov.nl.ca/releases/2020/health/0510n02/ 

  

（関連記事） 

No new COVID-19 cases in N.L. as province plans to move to Alert Level 4 

https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/nl-covid-19-may-10-1.5563523 

  

Level 4 

https://www.gov.nl.ca/covid-19/alert-system/alert-level-4/ 

 

（了） 

https://www.princeedwardisland.ca/en/news/prince-edward-island-eases-more-covid-19-restrictions
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-restaurant-association-covid19-1.5563739
https://www.princeedwardisland.ca/en/news/access-pei-operating-with-limited-service-starting-may-12
https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-access-drivers-licence-1.5563579
https://www.gov.nl.ca/releases/2020/health/0510n02/
https://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/nl-covid-19-may-10-1.5563523
https://www.gov.nl.ca/covid-19/alert-system/alert-level-4/

